
市町村名 名称 実施主体 内容

A 日本語交流員研修
（公財）千葉市国際交
流協会

日本語交流員（日本語支援ボランティア）と外国人参加者がマン
ツーマンで対話・交流をしながら日常のコミュニケーションや生活
に必要な日本語・情報についてともに考え、学び相互理解を深
めるように支援者研修（ボランティア研修）を、新基礎講座（旧入
門）、日本語活動充実講座（旧養成）、対話の達人講座（旧実
践）、どうなっているの日本語講座、これは使える活動素材講座
として実施する。その他、やさしい日本語ガイダンスを実施する。

B
日本語教室ネットワー
ク

（公財）千葉市国際交
流協会

市内で活動している日本語教室の活動状況を年１回情報確認を
し、各団体間のネットワークを図っている。日本語学習を希望す
る外国人市民への支援を図る。また、協会から各教室への情報
提供を行う。

C 多文化共生推進事業
（公財）千葉市国際交
流協会

外国人集住地域の保育所において、保育所職員の研修や保護
者との交流会の支援をする。
外国人集住地域の保健福祉センタ―健康課において、健康相
談等の通訳・翻訳支援をする。
市営住宅入居説明会における通訳支援をする。

D
国際交流・国際協力団
体活動助成

（公財）千葉市国際交
流協会

市内のボランティア団体による外国人市民支援活動・国際協力・
国際交流の促進を図るため、事業に要する経費の一部を助成す
る。外国人市民支援、地域での異文化理解推進に資する活動を
優先的に助成する。（千葉市から協会への補助事業）

2 市川市 A
多言語電子メール配
信事業

市川市
外国人住民に生活必需情報を多言語で提供するため、平成
２４年１月から英語で開始した。
平成２５年６月からやさしい日本語での配信も開始。

3 船橋市 A
日本語学習支援者養
成講座（初級）
（全１４回）

船橋市国際交流協会

外国人が地域社会に参加できる程度の日本語の習得を支援
することを目的に市内７ヶ所で日本語教室を開催してい
る。この日本語教室で活動するボランティアを養成するた
めの講座を行っている

4 松戸市 Ａ 国際理解促進事業
（公財）松戸市国際交
流協会

市民と世界の各国の人々との国際交流活動が円滑に進められ
るように、市民の国際理解の促進並びに国際親善への貢献をす
ることを目的に、様々な講座・体験活動・交流などを行っている。

5 茂原市 A
日本語学習支援者養
成講座（初級）
（全４回）

茂原市国際交流協会
外国人が地域で生活する上で必要な日本語の習得を支援す
ることを目的に市内で日本語教室を開催しているが、新規
支援者の確保及び支援者養成のための講座を行った。

6 野田市 A
国際理解教育への支
援

野田市国際交流協会
小学校の「国際理解教育」に対する支援を行っており、外国人講
師を招き、外国と日本の文化の比較等を通して、外国人と生徒
の交流を図り、相互の理解を深めている。

7 佐倉市 A 国際理解講演会
公益財団法人佐倉国
際交流基金（佐倉市
共催）

市民に異なる文化等に関する理解を深めてもらうため、大学教
授等専門分野の講師による講演会を開催(年２回開催)

A
日本語ボランティア養
成講座

習志野市国際交流協
会

在住外国人の方々のために日本語学習支援活動をしていただく
日本語ボランティアを養成する講座を開催。

B
日本語ボランティア研
修会

習志野市国際交流協
会

活動中の日本語ボランティアのリフレッシュ、指導方法の向上・
日本語学習支援内容の変化に対応するため、また日本語ボラン
ティア間の情報交換のため研修会を開催(年2回開催）

C
「世界を知ろう」サポー
トプラン

習志野市国際交流協
会

市内小中学校の児童・生徒達の国際理解増進に役立て、同時
に日本語学習者の励みとするため、学習者を学校に同行し、出
身国の文化・生活習慣・教育事情等について話しをする活動を
実施。学校の授業参加型活動や学校祭のようなイベント参加型
活動。（年1～2校で実施）
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A
多言語メール配信サー
ビス

柏市
外国人住民に生活情報（広報かしわ等）や災害情報等を多言語
（英語・中国語・スペイン語・やさしい日本語）で配信している。

B 国際理解講座
世界文化の紹介講座を4回、料理教室を2回実施、異文化の理
解を深める

C 日本文化紹介イベント
日本文化（お茶、染め物、料理など）の紹介教室を5回実施、日
本文化の理解を深める

10 市原市 A
国際交流センターの設
置

市原市
多文化共生の拠点として、多文化共生支援員による外国人相談
窓口を設置。

A
親と子のための学校ガイ
ダンス「にほんのがっこ
うってどんなところ？」

八千代市

2017年2月～3月予定　八千代市多文化交流センター外在住外国人を
対象に、日本の学校制度を紹介するため、学用品、学校から配られる
文書などを展示し、理解を促す。また、個別相談にも応じる。

B
多言語による防災＠生活
情報メール配信サービス

八千代市
市内の在住外国人に対して，防災や生活等に関する情報を６言語（英
語，中国語，韓国語，ポルトガル語，スペイン語，ベトナム語）で配信。
平成２８年３月より開始。

C
外国人のための八千
代市生活ガイドWEB版

八千代市
市民便利帳を基に，転入者等に対する市の業務を分類別に６言語（英
語，中国語，韓国語，ポルトガル語，スペイン語，ベトナム語）で掲載。
平成２８年４月より開始。

A
外国人のための文化
講座

我孫子市国際交流協
会

①【マレーシアの家庭料理の紹介】
②【国際交流バスツアー】
③【イヤーエンドパーティー】
④浴衣着付

B
国際理解教育への支
援

我孫子市国際交流協
会

①【留学生が先生！】送迎サポート
小学校１３校で行われる「留学生が先生！」プログラムの留学生
講師を最寄駅から学校まで車で送迎の実施。（留学生１校につ
き３名～７名）
②【並木小学校からの英語での支援依頼】
日本語教室卒業生を中心とした外国人（ネイティブとは限らな
い）と児童との英語での交流事業。

A 文化交流事業 君津市国際交流協会
会員相互交流、近隣在住外国人との交流、異文化体験等ができ
る各種イベントを企画、開催し多文化への理解を深める。

B
日本語ボランティア研
修会

君津市国際交流協会
外国人の日本語学習支援をするボランティア養成のため研修を
行う。

2016.10.29（土）　ブラジルの家庭料理の調理実習を通し、異文
化への理解を深める。
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柏市

我孫子市

八千代市

14 富津市

柏市国際交流協会

A
世界の料理をつくる会
～ブラジル編～

富津市国際交流協会

13 君津市

12
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A 　日本語学習支援教室 浦安市国際交流協会

在住外国人を対象に、協会ボランティアが日本語を教える。原則
１対１で行い、日常生活程度の日本語を習得することを目標とし
ている。計11教室を開催している。受付業務を市が協働で行って
いる。

B
公益社団法人青年海
外協力協会

(指定管理者　公益社団法人青年海外協力協会)の自主事業とし
て、児童育成クラブなどを対象に、「世界がもし100人の村だった
ら　」の教材を活用し、実際に身体を使いながら世界の格差や多
様性を体感するワークショップを開催している。

C
日本語学習支援グ
ループ入門講座

浦安市国際交流協会 日本語学習支援者募集を目的とした「入門講座」を開催（年2回）

D
日本語学習支援グ
ループスキルアップ講
座

浦安市国際交流協会
日本語学習支援者が日ごろ支援活動を行っている際に、疑問に
感じていたり、説明しにくかったりすることについて、講演会を開
催（年5回）

A
幼稚園・小中学校異文
化理解推進事業

印西市
園児・児童生徒たちの多文化共生意識を育むため、公立幼稚園
及び小中学校において市内在住の外国人等と交流する機会を
設け、異文化への理解を深める。

B
保育園支援事業
「ハロー！フレンズ」

印西市
園児たちの多文化共生意識を育むため、公立保育園において
市内在住の外国人等と交流する機会を設け、異文化への理解
を深める。

Ｃ フレンドシップ・カフェ 印西市国際交流協会
毎月1回（第４木曜日）、国際交流・情報交換の場として開設。
（外国人市民が気軽に相談・交流が出来る。）

D イングリッシュトレセン 印西市
夏季は小学生、冬季は中学生を対象に英語でコミュニケーション
を図る楽しさを体験し、英語運用能力を育成するため実施。

E 異文化理解講座 印西市
共生社会を目指し、外国人市民などに講師になってもらい、母国
紹介をすることで異文化の理解を深める。

17 富里市 A
日本語学習支援ボラン
ティア初級養成講座

富里国際交流協会 日本語教室講師ボランティアを養成するため、開催

浦安市15

16 印西市


